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A:  Hello, I’m Mori Mayuko. 

B:  Oh, hi, Mori. Nice to meet you. I’m Paul Green. 

A:  Nice to meet you, too, Paul. But, please call me 

        Mayuko.  

B:  Oh, is Mayuko your first name or family name? 

A:  Mayuko is my first name, and Mori is my family 

        name. 

 This is a conversation I imagined if I were to meet 

someone from abroad for the first time. Isn’t it complicated? 

I asked my English teacher from the United States what he 

thought about this conversation. He said he would be 

confused too if I had said my family name before my first 

name, because he probably wouldn’t know that Mori was a 

family name and Mayuko was a first name. Let me give you 

a new example. 

A:  Hello, I’m Mayuko Mori. 

B:  Oh, hi, Mayuko. Nice to meet you. I’m Paul Green. 

A:  It’s nice to meet you, too, Paul.  

  What do you think of this conversation? Doesn’t it seem 

to flow more smoothly for letting foreign people know our 

names? 

The government is trying to make subtle but official 

changes to how we introduce ourselves to foreign people. 

Earlier this year, after the new emperor ascended, Foreign 

Minister Kono said that the Ministry of Foreign Affairs 

would like major international news media to put the name 

of our prime minister in the Japanese traditional order, of 

family name first. Our English textbooks, authorized by the 

government, have also been teaching us to practice saying 

our names in the family-name-first order, when we 

introduce ourselves to English speakers. However, the 

reasons they claim are not convincing at all.  

One reason, given by the Japanese language policy 

council, claims that it is important for Japan to show its 

diversity in an increasingly internationalized world. The 

government claims that it is a good chance to promote the 

family-name-first ordering, because we have many 

international events, including the Tokyo Olympics. 

Another reason the government gives is that many foreign 

media groups use the family-name-first name order when  
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「こんにちは 私はモリ マユコです」 

「やあモリ！ 初めまして 僕はポール・グリーンだよ」 

「初めましてポール でも、マユコって呼んでくれませんか？」 

 

「え？ マユコって、名字なの？名前なの？」 

「マユコが名前で、モリが名字なんです」 

 

 これは、外国で誰かに初めて会ったときに、私がする自

己紹介です。なんだか複雑ですよね。 

 アメリカ出身の英語の先生に、この会話をどう思うか尋

ねてみました。先生も、名前より先に名字がくることで混乱

を招くだろう、と言いました。 

 なぜなら「森」が名字で「真結子」が名前だと、相手が

知るはずはないからです。では、次に別の言い方で言って

みます。 

「こんにちは 私はマユコ モリです」 

「やあマユコ！ 初めまして。僕はポール・グリーンだよ」 

「初めましてポール」 

 この会話はどうですか。外国人に私たちの名前を教える

方法としては、こちらの方がよりスムーズだと思いませんか。 

  

 日本政府は、小さな変更ですが、私たちが外国の方に自

己紹介をする場合にどうするのがいいか、正式に変えよう

としています。今年に入り新天皇が即位された後、河野外

務大臣は外務省の見解として、首相の名前を示す場合は

日本古来のやり方で、つまり名字を前に置くことが望まし

いと、主要な外国メディアに対して述べました。 

 私たちの英語の検定教科書も、自己紹介をする際は姓・

名の順で言う、という方法を教えています。 

 しかし、日本政府が主張する理由には全く説得力があり

ません。 

 

一つ目の理由として国語審議会は、ますます国際化す

る世界において我が国は多様性を示すことが重要である

と述べました。 

東京オリンピックなどの国際的なイベントが多く開催さ

れるので、「名字が先」の形式を浸透させるいい機会だと

日本政府は述べています。 

別の理由として政府は、海外メディアが中国や韓国の 



                                        

referring to the Chinese and Korean presidents. The Agency 

for Cultural Affairs said that we should be aware of 

linguistic and cultural diversity and that Romanizing our 

names in the Japanese order represents our indigenous style.  

We will have big international events and conferences in 

the years to come, so we will have many opportunities to 

interact with people from different countries. Therefore, 

Japan, our country, emphasizes the importance of showing 

great hospitality to welcome people. And I think the idea of 

“hospitality” means “to help visitors feel at home.” 

However, by asserting our name system onto people and a 

simple thing becoming complicated, it results in confusion 

on the side of visitors. This is not hospitality. What’s so bad 

about saying our family names after our own names? Why 

does our government spend so much time fussing about the 

way our names are described? I don’t think saying our first 

names before our family names deprives us of our culture. 

We are not blindly following other countries’ customs. We 

are caring for them so that they can easily remember our 

names and soon become friendly and close to us while they 

feel at home in their new circumstances.  

People might think I am merely a young junior high 

school student learning English. But learning a foreign 

language means learning about other countries’ cultural 

backgrounds. New cultural knowledge teaches us how to 

behave when interacting with people from other countries 

and helps us avoid unnecessarily inconveniencing them and 

ourselves. So, I will continue to say my first name before 

my family name when I introduce myself.  

“I am Mayuko Mori.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首脳の名前を言う場合には名字を先に言うのが当たり前 

になっている、ということも挙げています。文化庁は、言語

や文化の多様性を意識すること、またローマ字表記におい

てもその国独自の形式が望ましい、と述べています。 

 今後、日本で重要な国際会議などが開催されるので、私

たちは外国の人々と交流する機会がさらに増加するでしょ

う。だからこそ、私たちの国日本は人々を迎えるためにおも

てなしの精神を発揮しなければなりません。 

 私は「おもてなし」というのは「日本に来られる方が心地

よく過ごせるようにしてあげること」だと思っています。 

 しかし、名前の順序にこだわることで、簡単なことが複雑

化し、来日する人を混乱させてしまうという側面が生じて

います。これではおもてなしにはなりません。名前の後に名

字を言うということがどうして悪いのでしょうか。なぜ政府

は名前の順序にこだわるのでしょうか。 

 名前を先に、名字を後にすることで我々の文化が損なわ

れるなんて、到底私には思えません。外国の文化の真似を

しているというわけでもありません。外国の方が日本人の

名前を楽に覚えることができれば、親しい友達もでき新し

い環境にすぐ慣れるだろうと、私たちは気配りをしているの

です。 

 周りの人は、私のことを英語を学んでいるただの中学生

だと思うかもしれません。 

 しかし外国語を学ぶということは、その国の文化や背景

知識を学ぶことだと思います。 

 新しい文化を学べば、外国の方と交流する方法を知るこ

とができ、不必要なことを回避するのにも役立ちます。 

 私は今後も英語で自己紹介をするときは、名前を先に名

字を後に言いたいとおもいます。 

         私はマユコ モリです。 


